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　4 月からの県内初の小中学校の隔
週土曜授業、11 月の工場爆発事故
と放射性物質の貯蔵、次年度の行政
課題、さらには消費税増税対応の各

種料金引き上げや合併特例債の 10
年延長などの条例改正、強行成立し
たばかりの特定秘密保護法撤廃を求
める意見書など多様な議会だった。

　学校 5 日制以来、学力低下対
策をしてきた野田市と教育委員
会が新年度から隔週土曜授業を
取り組むことが議会の冒頭に報
告され、一般質問の最大の課題
となった。それは子どもたちが
どのような大人になっていくの
かという教育のあり方の根源的
な問題を含んだものだからだ。

　野田
市教育
委員会
は全国
学力テ
ストの
結果が
全国最
低クラ
ス（本
年 度
の小学
校は平
均を上
回 っ
た）の
学力向

上をあせっていた。市長からは
学校 5 日制以来 11 億円も予算
を使ったのに結果が出ないと言
われたり、保護者の不安と期待
がその背景にある。
「点数学力」による右往左往

　しかし、なぜサタデースクー
ルの参加者が大幅に少なくなっ
たのか、二学期制の導入の功罪
はどうなのか、そこを反省せず
授業の量をさらに追い求める今
回の隔週土曜授業取り組み方針
は、教師と子どもにストレスを
増やし、学校嫌いの子を生み出
さないか強い懸念がある。
　2000 年 か ら 2006 年 の P

ピ ザ

ISA
（OECD 生徒の学習到達度調査）
で日本の順位が落ちた。しかし、
よく見ると新たに強豪国が参加
してきたという背景がある。それ
も統計上の有意差という点では
ほとんどなく、日本は上位グルー
プだった。
　そこで気づくべき課題は成績
上位はトップクラスだが、下位
の割合が増えていること、そこ

をどう解決するかということ
だった。「学力と平等」を成し遂
げているフィンランドの教育観
とはあまりにも違う。
　野田市が学力テストで有意な
差のないわずかの点数の違いに
心をとらわれ、学力不足を嘆い
ているのと同様ではないか。
貧富の格差拡大こそ問題

　「安倍政権で教育はどう変わる
か」（岩波ブックレット）によると、
PISA 調査の総括リポートは学力
の最大の規定要因が社会経済的
背景にあると結論づけ、そこで
高学力と平等を両立させたフィ
ンランドの成功は貧富の格差の
縮小によって、日本は貧富の格
差が拡大しているが、学校と教
師の献身的な努力で学力格差を
最小限に押しとどめていると指
摘している。

（2面に続く）

なぜ急ぐ隔週土曜授業
子どもも教員もストレス増の懸念
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す
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　市長提出の議案は 22 件。そのうち補正予算
は 4 件、指定管理者の指定は 7 件、合併特例
債発行の 10 年延長に伴う新市建設計画の変
更、8％への消費税増税に伴う利用料金等の値

上げ、地方税法改正に伴う下水道受益者負担金の延滞利子の引
き下げ、関宿地域の公民館の名称変更などであった。

　議案のうち、議
論や賛否が分かれ
た一つは新市建設

計画の変更。おさなみ議員は合併
特例債が有利であることや財政
運営をきちんとやっているとし
たうえで、しかし、その使い道が

土木事業中心であり、大震災の
後やっと学校耐震事業が追加さ
れたが、学校冷房化など市民の
切実な要望を受けとめるものに
なっていない、市内複線化を封じ
てしまう東武鉄道の単線立体交
差事業など問題もあり、反対した。

　各種利用料金な
どの消費税増税分
の引き上げについ

てもおさなみ議員は反対した。
　理由は県内他市でも検討中の
ところや 10％時に引き上げ予定
など、4 月からの引き上げをし
ないところもあり、市民生活の
推移を見てからでも遅くないこ

と、さらに一般会計については
消費税を納税しなくてよいから
である。もちろん消費税は現在
でも輸出補助金ともいうべき年
間 3 兆円前後の輸出還付金があ
る問題や、法人税や高額所得者
の社会的な負担を免除して、庶
民にそのツケを回すものなので、
そもそもが反対だが。

　市の公的施設運
営を委託する指定
管理者制度は、民

間の知恵と工夫を活かすという
建前の裏に、低賃金構造を行政
が利用するという問題がある。
　たとえば保育士の 2012 年の
平均月額給与は 21 万円。全業種
平均より 10 万円以上低く、勤

続年数は短い。介護福祉士も大
同小異である。この低賃金構造
を抜本的に改善するのが公契約
条例を持つ野田市の務めであり、
子どもたちや高齢者のために一
生懸命働いている彼女らの努力
に応えることが求められている。
　おさなみ議員は市の施設を利
用して低賃金社会に拍車をかけ

ＰＩＳＡ報告や大臣答弁では
　授業時間を増やせば学力は
伸びるのか。実はそんな単純
なものではない。
　たとえば PISA の報告書でも
高学力を示している先進国の
場合、授業時数が少ないと結
論づけている。
　「授業時間と学力の水準との
間の因果関係は必ずしも明ら
かではない」（中央教育審議会

答申 2008 年 1 月）としており、
文科大臣の国会答弁も同じだ。
奪われる教員のゆとり

　それでも現現在の学習指導
要領が学校 5 日制では対応で
きない学習量を押しつけ、全
国学力テストで「点数学力」
を競わせている。実際すでに
野田市の小学生は学習指導要
領の授業時数を 59 時間超え、
年間 1039 時間となっている。
　教員の土曜日出勤分は夏休
み期間に振替日を設けるだけ
である。今でも年休は小学校
一般教員で13日、中学校は8.9
日しか取れていない。これで
はさらに取得できなくなる。
　加えて超勤をしない建前で、
月 8 時間分の手当があるだけ
で、あとはただ働き。15％の
教員が月 80 時間超という過労
死ラインの残業を行っている。
　質の高い授業には準備時間
と研鑽が必要だが、それを奪っ
ているのが教育の現場といえ
る。国際常識からかけ離れた
教育観と予算の貧困にこそ目
を向けるべきではないか。

（1ページからの続き）

一朝一夕では解決しない課題だ
からこそ熟議が必要
　このような真の課題を考慮し
ない隔週土曜授業開始を、現場
の教員たちの意見を聞くことも
なく、お得意のパブリックコメ
ントすら行わなかった。学習意
欲の格差拡大や自己肯定感の低
下という事実を踏まえた対策こ

そ必要であろうに。
99％不幸社会の変革こそ

　学校を出てもまともな職に就
けない社会だから、少しでも良
い教育をと願う保護者の気持は
当然だ。しかし、その貧困と格
差社会を大人が放置したままで
は若者や子どもたちの未来は開
けない。（ 右の囲みに授業時間と学
力の関係等の考察。ご意見を下さい。）

市長提出議
案の問題点

新市建設計
画の変更

消費税増税
分の転嫁

指定管理者
での低賃金

る株式会社の指定に反対し、社
会福祉法人の指定には、前述の
懸念を表明しながら賛成した。

原発再稼働、貧困と戦争国家へ突き進む安倍政権を放置できない。都知事選で一矢を！
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　厚労省が介護保険制度から要

支援１と２の事業のうち、ホー

ムヘルプサービスなどを介護保

険制度から切り離し、市町村事

　おさなみ議員は 1 面等の隔週土曜授業問題の他に、①介
護保険制度の要支援者の制度除外等について、②国民健康
保険制度の広域化問題について、③子どもの貧困対策につ
いて、自らの考えを示して市の方針をただした。

介護保険制度の改悪
市長も同じ問題意識

業に移行させようとしているこ

とについて、野田市や介護サー

ビス受給者がどのようなことに

なるのか、その認識をただした。

　これに対し市長は介護の社会

化という崇高な理念を打ち出し

たにもかかわらず、サービス水

準 を 引

き 下 げ

る、 こ

れ を 同

じ人が言っているのは極めてお

かしいと批判。その上で財源的

に非常にきびしくなるが、サー

ビスの質を落とさないように頑

張っていきたいと答弁した。

おさなみ
議員の

一般質問

　国保事業を都道府県単位で広

域化しようとしているが、千葉

県における進捗状況や解決すべ

き課題についてただした。

　もちろんこの広域化はその場

しのぎの国の政策であり、かえっ

て国保に対

する市民の

意見が反映

し に く く、

これまでの

市町村独自

サービスも制限される恐れが強

い。

　答弁した担当部長は、千葉県

では平成 27 年度から医療費を

県内市町村で共同負担（現在の

1 件 30 万円以上を 1 円から）す

ることになり、広域化の第一歩

としながらも、加入者が高齢化

や低所得など構造的な問題を抱

え、赤字（一般会計からの制度

外繰り入れ）解消や、保険料の

標準的算定方式をどうするのか

困難な課題を抱えており、国の

制度がどうなるのかも含めて先

が見えない現状を説明した。

国保広域化問題
明るい兆しはない

　子どもの貧困対策についてお

さなみ議員は、子どもの貧困対

策法が通常国会で成立し、国や

都道府県が調査や貧困対策の計

画をつくることになっているが、

それを単に待つのではなく、市民

と直接接する自治体が自ら手を

打つべきではないかと質問した。

　それに対して担当部長は野田

市の子どもやひとり親家庭等へ

の支援施策の現状と、国に先駆

けて取り組んだ実例を紹介しな

がら、今年度のひとり親家庭へ

のアンケート調査や子ども子育

て支援法に基づくニーズ調査を

実施するので最新の実態把握と

なると答弁した。

　しかし、問題はその後の答弁。

その実態を踏まえて、総合的な

観点から慎重に真に必要な施策

に取り組むと、微妙な言い回し

をしたことだ。国の動きも含め、

今後の予算措置を注視しなけれ

ばならない。

子どもの貧困対策
自治体から前へ

　二ツ塚地区の南部工業団地の
廃油処理企業、エバークリーン
社工場が 11 月 15 日に大爆発を
起こした。2 名の死亡を含む重軽
傷者を出し、周辺民家や工場に
多大な被害と恐怖をもたらした。
　結論は出ていないが、ガソリ
ンと軽油が入った廃油を難燃性
廃油と同様に扱ったことで爆発
した可能性が指摘されている。

　さらに飛散はなかったという
が、高濃度の放射性セシウムを
含む廃棄物が工場内に 38㌧も保
管されていたこともわかった。
　このような企業が工業団地内
で操業してもよいものか、一般
質問で複数の議員が取り上げた。
すぐ近くに公害企業と目されて
いる ( 有 ) 柏廃材処理センター
もあり、環境行政が問われる。

エバークリーン爆発事故で多大な被害

工業団地内での操業に疑問視も

沖縄に基地を押しつけるな。日本は植民地ではない！沖縄県民の声に応えるのが民主主義。
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労働相談は東葛ふれあいユニオン野田支部（おさなみ事務所内）まで　℡ 04-7125-2627

陳情・請願・意見書に対する賛否
請願・陳情・意見書名 結果 新社 共産 ネ無 み清 民連 公明 政清

子供に行き届いた教育を求める請願 否決 〇 〇 〇 × △ × ×

新聞への消費税軽減税率適用を求める陳情 否決 〇 〇 〇 × △ 〇 ×
国民の権利を奪い民主主義の根幹を揺る 

がす特定秘密保護法の撤廃を求める意見書
否決 〇 〇 〇 △ 〇 × ×

容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と 

再使用を促進するための法律の制定を求める

意見書

可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

復興特別法人税廃止や法人税率引き下げを 

やめるよう求める意見書
否決 〇 〇 〇 × △ × ×

米の需給と価格の安定を求める意見書 否決 〇 〇 〇 × × × ×

仮称・国家安全保障基本法に反対する意見書 否決 〇 〇 〇 × △ × ×

会派名略称：「新社」新社会党、「共産」共産党、「ネ・無」市民ネットワーク・
　　　　　  無所属、 「み清」みん清クラブ、「公明」公明党、「政清」政清会
賛否記号：「〇」賛成、「△」会派で賛否分かれる、「×」反対

　消費税の軽減税率については、

政清会が新聞だけとはおかしい

と主張し、反対した。それでは

自動車については取得税が減税

（8％時）と廃止（10％時）にな

ることも反対なのだろうか。さら

にその分、庶民の足の軽自動車税

が引き上げられるというのに。

　国家安全保障基本法について

はおさなみ議員が提案説明で、

公明党が特定秘密保護法撤廃に

対する反対討論の際、日本は専

守防衛で外交の力で闘うために

は秘密法が必要と発言したこと

に触れ、それでは集団的自衛権

が出てきたら、政権離脱するよ

う本部に進言しろと迫った。

市議は地元要求だけではダメ

国政へのスタンスも問われる

　床板が腐って 2010 年 9 月以
来通行止め、さらに 3.11 大震災
後に主橋梁部が撤去されたまま
のとんとんみずき橋。
　これまで都市再生機構に責任
を取らせようと話し合いにこだ
わっていた市長も、このままで
は前に進まないと判断（遅い！）。

11 月に損害賠償
通知を都市再生機
構に出したと市政
報告で明らかにし
た。相手が受けないだろうから、
今後裁判等に進むのは間違いな
い。早く結論を出して一日も早
い再築を求めたい。 　公害だけでなく 2 回も火災を

起こした柏廃材処理センター。
市が再稼働を認めるなと県に要
望していた。しかし、企業が改
善状況報告書を出したことで、
県は稼働を認めてしまった。　
10 月に改善計画書が提出された
が、県は企業に対しておよび腰
で市にそれすら提供しない。
　頼みの国の公害等調整委員会
は、健康被害の立証責任は被害
者側（野田市が全面的に支援）
にあるとしてきた。
　しかし、ここで引き下がって
は周辺住民の健康は不安にさら
されたままだ。事態の打開に向
けて全力を尽くしている弁護団
に市も全力で支援すると表明。

柏廃材健康被害　事態は
厳しいが打開に全力

初夏のとんとんみずき橋（2007年）

とんとんみずき橋再築に動くか

新清掃工場候補地で地元と話し合いへ

同時に 30％ごみ減量取組開始
　新清掃工場建設候補地が 2 か
所に絞られて５ヶ月余。いよい
よ本格的に地元との話し合いが
始まる。
　同時に地元環境に負荷をかけ
ないよう、2021（H33）年度迄
に 30％のごみを減量する計画が
本格化する。今月 6 日には指定
袋無料枚数を年間 10 枚減らす
等の「ごみ減量施策等の推進に
ついて（第 1 次答申）素案」に

対するパブリックコメント手続
きを終えている。
　現在でも可燃ごみの雑紙の混
入、不燃ごみのリサイクル可能
物の混入が多く見られ、この分
別徹底を誘導する。
　もちろん最大の課題は生ごみ
のリサイクル。ごみの重量の半
分は水分で、それはほとんどが
生ごみ由来。そこをどうするか、
まだまだこれからの課題だ。


